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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 61,053 3.4 1,312 47.8 1,269 15.4 1,022 23.3

28年３月期第１四半期 59,072 7.6 887 21.8 1,099 51.8 828 △39.6
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △49百万円( －％) 28年３月期第１四半期 1,076百万円( △7.4％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期第１四半期 41.70 －

28年３月期第１四半期 33.80 －
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 88,537 41,903 47.3

28年３月期 98,736 42,882 43.4
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 41,835百万円 28年３月期 42,811百万円
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年３月期 － 0.00 － 36.00 36.00

29年３月期 －

29年３月期(予想) 0.00 － 36.00 36.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 140,000 4.1 2,700 6.9 2,900 6.6 1,900 3.9 77.50

通期 300,000 2.9 6,000 11.7 6,400 16.0 4,400 2.4 179.47
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

(注)詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの
変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期１Ｑ 25,303,478株 28年３月期 25,303,478株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 787,505株 28年３月期 787,419株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 24,516,005株 28年３月期１Ｑ 24,517,416株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
　業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.３「１．当四
半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善が見られ景気は緩やかに回復基調にあるもの

の、依然として個人消費の低迷は続き力強さに欠けております。一方、海外では、英国のEU離脱問題、中国経済の

減速感の継続等により、為替相場の変動幅は大きく不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社グループは、平成26年４月23日に発表した中期経営計画「躍進2016」の諸施策を推進し

ております。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比3.4％増の610億53百万円となり、営業

利益は、前年同期比47.8％増の13億12百万円、経常利益は、前年同期比15.4％増の12億69百万円、税金等調整前四

半期純利益は、前年同期比29.9％増の14億89百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比

23.3％増の10億22百万円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 繊維事業

当セグメントにおきましては、売上高は前年同期比2.6％減の243億円となるも、製品分野の構造改善による収益

性の改善等により、セグメント利益（税金等調整前四半期純利益）は前年同期比58.2％増の６億18百万円となりま

した。

② 化学品事業

当セグメントにおきましては、ミヤコ化学株式会社の連結寄与を中心に、売上高は前年同期比31.7％増の287億98

百万円となり、セグメント利益（税金等調整前四半期純利益）は前年同期比22.1％増の８億66百万円となりました。

③ 機械事業

当セグメントにおきましては、中南米向け車輌事業の市況低迷もあり、売上高は前年同期比35.1％減の79億30百

万円となり、取引採算も厳しく、セグメント損失（税金等調整前四半期純損失）は24百万円（前年同期は22百万円

のセグメント利益）となりました。

④ その他

当セグメントにおきましては、売上高は前年同期比5.6％減の23百万円となるも、セグメント利益（税金等調整前

四半期純利益）は前年同期比47.9％増の17百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、885億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ101億98百万円

減少しました。これは主に受取手形及び売掛金が76億49百万円減少、現金及び預金が13億83百万円減少、関係会社

預け金が10億円減少したことによるものであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債は、466億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ92億19百万円減少

しました。これは主に支払手形及び買掛金が64億84百万円減少、未払法人税等が15億50百万円減少、長期借入金が

７億50百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、419億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億79百万円減

少しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により10億22百万円増加、配当金の支払により

８億82百万円減少、為替換算調整勘定が５億69百万円減少、その他有価証券評価差額金が３億75百万円減少したこ

とによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後のわが国経済の先行きは、個人消費の回復遅れ、世界経済の不安定さに伴い、依然として不透明であります。

当社グループを取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況であることが予想されますが、平成28年４月25日に公表い

たしました業績予想数値に変更はありません。

なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づい

ており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備

及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間における、四半期連結財務諸表への影響は軽微であります。

決算短信（宝印刷） 2016年07月21日 11時21分 5ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



蝶理㈱(8014) 平成29年３月期 第１四半期決算短信(連結)

― 4 ―

３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,547 9,164

関係会社預け金 1,000 －

受取手形及び売掛金 53,213 45,564

商品及び製品 11,689 13,334

仕掛品 37 17

原材料及び貯蔵品 5 2

未着商品 726 223

繰延税金資産 414 311

その他 3,704 3,469

貸倒引当金 △99 △70

流動資産合計 81,238 72,017

固定資産

有形固定資産 2,744 2,431

無形固定資産

のれん 3,816 3,561

その他 216 243

無形固定資産合計 4,032 3,805

投資その他の資産 10,719 10,282

固定資産合計 17,497 16,519

資産合計 98,736 88,537

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 41,969 35,485

短期借入金 2,758 2,982

未払法人税等 2,049 498

賞与引当金 621 318

返品調整引当金 2 2

関係会社整理損失引当金 140 107

その他 4,874 4,681

流動負債合計 52,416 44,076

固定負債

社債 10 10

長期借入金 750 －

繰延税金負債 544 516

退職給付に係る負債 2,060 1,990

その他 72 40

固定負債合計 3,437 2,557

負債合計 55,853 46,633
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,800 6,800

資本剰余金 1,700 1,700

利益剰余金 34,211 34,305

自己株式 △785 △785

株主資本合計 41,926 42,020

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 106 △268

繰延ヘッジ損益 △56 △182

為替換算調整勘定 889 319

退職給付に係る調整累計額 △54 △52

その他の包括利益累計額合計 885 △184

非支配株主持分 71 68

純資産合計 42,882 41,903

負債純資産合計 98,736 88,537
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 59,072 61,053

売上原価 53,949 55,181

売上総利益 5,122 5,871

販売費及び一般管理費 4,234 4,559

営業利益 887 1,312

営業外収益

受取利息 11 5

受取配当金 137 116

持分法による投資利益 59 7

為替差益 32 －

債務勘定整理益 24 22

雑収入 47 86

営業外収益合計 313 238

営業外費用

支払利息 13 18

手形売却損 61 24

売上割引 17 19

為替差損 － 207

雑支出 8 11

営業外費用合計 102 280

経常利益 1,099 1,269

特別利益

固定資産売却益 1 224

投資有価証券売却益 － 0

関係会社株式売却益 48 －

特別利益合計 49 224

特別損失

固定資産処分損 0 3

投資有価証券評価損 2 －

特別損失合計 2 3

税金等調整前四半期純利益 1,146 1,489

法人税、住民税及び事業税 282 380

法人税等調整額 33 87

法人税等合計 315 468

四半期純利益 830 1,021

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支
配株主に帰属する四半期純損失（△）

1 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益 828 1,022
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 830 1,021

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 277 △375

繰延ヘッジ損益 78 △126

為替換算調整勘定 △20 △514

退職給付に係る調整額 2 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △92 △56

その他の包括利益合計 245 △1,070

四半期包括利益 1,076 △49

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,074 △47

非支配株主に係る四半期包括利益 1 △1
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

繊維事業 化学品事業 機械事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 24,950 21,874 12,222 59,047 24 59,072 － 59,072

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 101 101 △101 －

計 24,950 21,874 12,222 59,047 126 59,174 △101 59,072

　セグメント利益 391 709 22 1,122 11 1,134 11 1,146

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額11百万円は各報告セグメントで負担しているリスク等負担金の相殺額であります。

３．報告セグメント及びその他の事業セグメントのセグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の税金等調

整前四半期純利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの資産に関する情報

(子会社の取得による資産の著しい増加）

当第１四半期連結会計期間において、ミヤコ化学株式会社の株式を取得し、連結の範囲に含めたことにより、

前連結会計年度の末日に比べ、「化学品事業」のセグメント資産が16,739百万円増加しております。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動）

「化学品事業」セグメントにおいて、ミヤコ化学株式会社の株式を取得し、子会社化したことにより、のれん

が発生しております。

なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては4,445百万円であります。

４．報告セグメントの変更等に関する事項

(セグメント利益の測定方法の変更)

当第１四半期連結会計期間から、経営資源の配分の決定及び業績をより的確に管理、把握することを目的に、

各セグメントが保有しているリスク資産に対して社内計算上、所定の負担金を賦課することに変更しております。
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当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

繊維事業 化学品事業 機械事業 計

　売上高

外部顧客への売上高 24,300 28,798 7,930 61,029 23 61,053 － 61,053

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 106 106 △106 －

計 24,300 28,798 7,930 61,029 130 61,159 △106 61,053

　セグメント利益
　又は損失（△）

618 866 △24 1,460 17 1,478 11 1,489

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額11百万円は各報告セグメントで負担しているリスク等負担金の相殺額であ

ります。

３．報告セグメント及びその他の事業セグメントのセグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の

税金等調整前四半期純利益と一致しております。
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